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2022年2月 グリーン・ワールドⓇはアムンディ・ジャパンの登録商標です。

成長性と安定感を併せ持つ値動きを実現、中長期にわたる投資機会を提供

グリーン・ワールドⓇ ファンドレポート

2021年4月9日の設定以来、当ファンドの基準価額は堅調に推移してきました。設定来のパフォーマンスは、+4.91％と、
MSCIワールド・グロース・インデックス※1を上回っています（2022年2月21日現在、基準価額（税引前分配金再投資）
ベース）。2022年1月に入ってからは、基準価額は下落基調となっていますが、2021年11月末からの下落局面では、
MSCIワールド・グロース・インデックスよりも下落幅が抑えられており、成長性と安定感を併せ持つ値動きとなっています。当ファ
ンドは環境・気候変動問題の課題解決に貢献する企業の株式に投資しており、地球規模で中長期的に取り組む投資テー
マであることから、タイミングを問わずに幅広い投資家に投資機会を提供しています。

出所: ブルームバーグ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。設定来のパフォーマンスは2021年4月9日（ファンド設定日）~2022年2月21日、
直近の下落局面は2021年11月30日~2022年2月21日、日次。グリーン・ワールドⓇは基準価額（税引前分配金再投資）、MSCIワールド・グロース・イン
デックスは米ドル建、トータルリターンのデータを使用。上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、資金動向、および市況
動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
MSCIワールド・グロース・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。

基準価額は信託報酬控除後です。基準価額（税引前分
配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資し
たものとして計算しています。

【基準価額と純資産総額の推移】
（期間：2021年4月9日（設定日）～2022年2月21日、日次）

設定来の当ファンドのパフォーマンスは、MSCIワールド・グロース・イ
ンデックスを5％以上回っており（2022年2月21日現在）、さら
に2021年11月30日以降の下落局面では下落幅が抑えられて
いることが分かります。

値動きの背景としては、①環境・気候変動関連企業の堅調なパ
フォーマンス、②収益や配当の安定感から、比較的下落抑制効
果がある資本財・サービスおよび公益事業のセクターが約50%※2

を占めていること、③200以上※2の銘柄に幅広く分散投資するこ
とで、下落局面においても抑制効果が得られたものと考えられます。
（※2 2021年12月末現在）

成長性と安定感を併せ持つ値動きを実現しており、投資初心者
にも中長期的に魅力的な投資機会を提供しています。

安定した値動きで、幅広い投資家のニーズに対応

2022年2月21日現在

基準価額 10,295円

基準価額
（税引前

分配金再投資）
10,491円

純資産総額 約381億円

（円） （億円）

当資料のご使用に関しては、P5の「当資料のお取扱いについてのご留意事項」をご覧ください

【騰落率の比較】
Ⓡ

1

※1 MSCIワールド・グロース・インデックスはファンドのベンチマークではありません。

（2054701）



当資料のご使用に関しては、P5の「当資料のお取扱いについてのご留意事項」をご覧ください

組入ファンドの運用状況：組入5ファンドはすべてパフォーマンスにプラス寄与

「環境」をテーマとした投資が長期的に力強い運用成果をもたらすと引き続き強く確信していますが、金利先高観や経済成長
鈍化懸念、さらに足元の地政学的リスクの上昇を背景とした株式市場のボラティリティの上昇に鑑み、短期的には緩やかに慎重
な運用姿勢をとります。
組入ファンドへの資産配分を変更することにより、環境技術関連へのエクスポージャーを削減し、よりディフェンシブなインフラおよび
公益事業へのエクスポージャーを増額します。具体的には、2021年4月の投資開始来力強いリターンをあげてきたウォーター・
ファンド、エナジー・ソリューション・ファンドを一部利益確定することにより削減し、グローバル・サステナブル・インフラ・ファンドを増額
します。
そして、分散投資効果が期待できるグローバル・エコロジー・ESGおよびクライメート・アクションの資産配分を維持するとともに、
ファンドのキャッシュ水準を少し引き上げます。

今後の組入資産配分： 短期的にはやや慎重に、分散効果にも期待

アムンディ環境・気候変動対策ファンド
愛称：グリーン・ワールドⓇ 追加型投信/内外/株式

*各組入ファンドの名称は略称で表記する場合があります。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、資金動向および市況動向等によっては、上記のような
運用ができない場合があります。

【KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド】
 最も大きくパフォーマンスに寄与。
 水処理技術や水道事業関連銘柄が含まれる資本財セクターへの配分が大きく、また中小型株バイアスが高いことが、

特に2021年の春から夏場にかけてのリフレ環境下で奏功。

【Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG / CPR Invest - クライメート・アクション】
 ポートフォリオの分散投資効果がパフォーマンスに寄与。
 グローバル・エコロジー・ESGは素材や一般消費財等の景気循環セクター、クライメート・アクションは情報技術や金融

セクターが良好に推移。

【KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド】
 他ファンドより配分比率は低いものの、公益事業セクターへの投資を中心とした保守的な運用姿勢が効果を発揮。
 2022年１月の株式市場下落局面でもマイナス幅は抑制され、当ファンド設定来では最も高いリターンを獲得。

【KBI Funds ICAV - KBI エナジー・ソリューション・ファンド】
 2022年１月に主に米国の太陽光発電に関する規制見通しの不透明感を背景とした再生可能エネルギー関連銘

柄からの損失が響き、当ファンド設定来では組入れファンドの中で最も低いリターンとなるものの、設定来2021年秋ご
ろまでは組入れファンドの中で最も高いリターンを確保。
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2022年1月末現在

（年/月）



水資源が抱える「2030年問題」
2030年までに約13.7兆ドル（約1,500兆円）の投資が見込まれる水関連市場

投資銘柄例：栗田工業（日本）

（円）

総合水処理装置・設備の製造・販売で国内最大手。半導体
を中心にした電子産業分野向けの水処理装置が好調で、
2021年度、2022年度と連続で過去最高益更新予想。

出所： OECD 「Environmental Outlook to 2050」（2012年）、ブルームバーグ、各種情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。各株価チャートの期間
は2018年12月31日~2022年2月21日、日次。上記銘柄は、あくまでも理解を深めて頂くために例示したものであり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨する
ものではありません。また、今後の組入れを保証するものではありません。上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではあり
ません。

環境関連市場は、今後も市場拡大に期待、企業の業績・株価成長にも注目

2000年 2050年

+53%
増加

3,565

5,467

（単位：㎞3）
世界の水需要

気候変動の激化、水資源の汚染や干ばつ、世界の人口増加などを背景に、世界的な水不足が懸念されており、2030
年には全世界の水需要に対して、水資源が4割不足するとも言われています。
また、様々な技術に使用される半導体の製造には、大量の水が必要であり、特に、より純度の高い「超純水」や感染症対
策の観点からも、水需要は拡大が見込まれています。

公益セクターは成長性にも注目
積極的なM＆A戦略でダイナミックな業界再編が進む

日本では一般に安定感が高いと見られている公益セクターですが、世界に目を向けるとダイナミックな事業再編が進んでお
り、格好の投資機会を提供しています。フランスの水道大手ヴェオリア・エンバイロメントが約260億ユーロ（約3.4兆円※）
でフランスの水道大手スエズを買収したり、イギリスの送電大手ナショナル・グリッドが、配電事業を買収してガス事業を売却
するなど、収益面を重視した動きが続いており、成長性も期待できる業界と考えられます。

投資銘柄例：
ヴェオリア・エンバイロメント（フランス）

投資銘柄例：
ナショナル・グリッド（イギリス）

（ユーロ） （ペンス）

アムンディ環境・気候変動対策ファンド
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当資料のご使用に関しては、P5の「当資料のお取扱いについてのご留意事項」をご覧ください 3

【株価の推移】

【株価の推移】 【株価の推移】

※2021年12月末現在の為替レート、1ユーロ=130.92円で換算。



環境ビジネスは中長期的なテーマ、タイミングを問わず投資機会を提供

2015年のCOP21のパリ協定において、気候変動抑制の国際目標が採択されて以降、世界各国の政府や国際機関、投資
家の意識も変化し、環境・気候変動対策は、世界規模で中長期的に取り組むべきテーマとなりました。それに伴って、環境関
連市場は今後も拡大が期待されており、環境関連の市場機会は、日本円にして、年間約613兆円程度※1、日本のスマート
フォン市場（約43兆円）※2の約14倍にもおよぶ市場規模となっています。
投資や資産運用においても、株式市場の変動に一喜一憂することなく、中長期的に投資が可能なテーマと言えます。

上記は、例示をもって理解を深めて頂くことを目的としたイメージ図です。ファンドの将来の投資成果等を保証するものではありません。

世界中で電力源の脱炭素化をコミットする政府が増え、中国、日本、米国が温暖化ガス排出量を実質ゼロにする長期的な
コミットメントを表明したことは、当ファンドの投資ユニバースにとって追い風です。2021年11月に開催されたCOP26（国連気
候変動枠組条約第26回締約国会議）では、目標を達成するためには大規模な対策が必要であることがますます認識され
ました。当ファンドは、脱炭素化、スマートビルディング（高度に情報管理された建物）技術、スマートグリッド（次世代送電
網）インフラ、エネルギー貯蔵の利用促進、ディスラプティブ技術（従来の技術や価値基準を覆す革新的な技術）など、鍵と
なる構造的な成長への取り組みから恩恵を受けることが期待されます。

今後の見通しと運用方針： 世界の環境重視の流れは追い風

出所: 各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。上記は2022年2月時点の情報です。各イベントの日程・内容については変更される場合があ
ります。

2022年に予定されている主な国際会議 （2022年2月現在の予定）

初夏 9月6月 10月 11月

G7
（主要7ヵ国
首脳会議）

G20
（金融・世界
経済に関する
首脳会合）

ダボス会議
（世界経済フォーラム）

国連総会

COP27
（国連気候変動
枠組条約第27回
締約国会議）

アムンディ環境・気候変動対策ファンド
愛称：グリーン・ワールドⓇ 追加型投信/内外/株式

当資料のご使用に関しては、P5の「当資料のお取扱いについてのご留意事項」をご覧ください

資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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※1 2015年9月に採択された国際目標である持続可能な開発目標（SDGs）達成に向け、2030年までに創出される市場機会年間約12兆米ドルの内、
森林生態系、省エネの建物、電気/ハイブリッド自動車、エネルギー・素材全般の総額。

※2 総務省「令和2年版情報通信白書」 各市場規模は、2021年2月末現在の為替レート、1米ドル=106.57円で換算。



＜当資料のお取扱いについてのご注意＞

・ 当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
・ 投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま

す。したがって、投資元本が保証されているものではありません。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り
込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

・ 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
・ 当資料に記載されている運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保

証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すもので
はありません。

・ 当資料に記載されている内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
・ 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
・ 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者

に帰属します。
・ お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご

判断ください。

＜お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞

アムンディ環境・気候変動対策ファンド
愛称：グリーン・ワールドⓇ 追加型投信/内外/株式

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆
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ファンドの目的

主に世界の株式等に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

ファンドの特色

1 投資信託証券*への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資します。

投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券をいいます。以下同じ。*

2 各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定します。

● 運用に当たっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドからの投資助言を受けます。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

● 主としてアムンディ・グループ※が運用する環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する投資信託証券に投資します。

※アムンディ・グループには、フランス・パリに本拠を置くアムンディの他、その子会社であるCPRアセットマネジメント、KBIグローバル・インベスター・リミテッド等の

運用会社を含みます。
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●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がりま

す。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、

当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの

ではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運

用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 投資リスク

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投

資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資

元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動

要因（投資リスク）はこれらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、ファンドの繰上償還、分配金に関する留意事項等がありま

す。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

 分配金に関する留意事項
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お申込みメモ

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社においてお支払いします。

販売会社が定める期日までにお支払いください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入時

換金時

購入単位

購入価額

購入代金

年2回決算、原則として毎年3月および9月の各25日です。休業日の場合は翌営業日とします。

申込について

換金単位

換金価額

換金代金

申込受付不可日

原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。

販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

詳しくは販売会社にお問合せください。

以下のいずれかに該当する場合には購入・換金のお申込みを受付けません。

・ルクセンブルクの銀行休業日

・アイルランドの銀行休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・米国証券業金融市場協会が定める休業日

・12 月24 日

・委託会社が指定する日

委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

申込締切時間

換金制限

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない

事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことがで

きます。

申込受付の中止

および取消し

その他

信託期間

決算日

収益分配

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

配当控除および益金不算入制度は適用されません。

2026年9月25日までとします。（設定日：2021年4月9日）
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投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

 ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出

書作成日現在の料率上限は3.3％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。
購入時手数料

信託財産留保額 ありません。

実質的な負担の上限

◆上記の運用管理費用（信託報酬）は、有価証券届出書作成日現在のものです。

純資産総額に対して年率1.88475％（税込）

ファンドの信託報酬年率1.20725％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信

託報酬が最大のもの（年率0.6775％）を加算しております。ファンドの実際の投資信託

証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。

・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用

・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費

用等を含みます。）

・投資信託財産に関する租税　等

※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。

＊その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること

はできません。

運用管理費用

（信託報酬）

アムンディ・ジャパン株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第350号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

委託会社

受託会社 株式会社りそな銀行

その他の費用・

手数料

◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

 委託会社、その他の関係法人の概要

ファンドに関する

照会先

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン：03-3593-5911

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

03-3593-5911（2022年6月30日まで）050-4561-2500 （2022年7月1日から）


